
機能商品、素材、ヘルスケア分野の事業を通じて、高成長・高収益型の企業グループをめざす

中期経営計画（2016-2020年度）

2016-2018年度実績
弛まぬポートフォリオ改革により、3,000億円を
超えるコア営業利益を安定的に達成。また、次
世代テーマの早期事業化やグローバル市場へ
のアクセス・マーケティング力強化等に取り組
み、さらなる飛躍に向けた基盤強化を推進。

2019年度実績-2020年度予想
米中貿易摩擦および2020年より顕在化した新型コロナウイルス感染症の影響による世界経済の急激な
減速や、仲裁手続き中のヘルスケア分野におけるロイヤリティ非計上（P.77 ヘルスケア分野 参照）の影響
などにより減益。さらに、機能商品を中心にM&Aの遅れや田辺三菱製薬の完全子会社化に伴う有利子負
債の増加などもあり、中期経営計画における財務目標の達成は困難な状況。引き続き事業基盤を強化し
つつ、目標に近づくよう着実な努力を積み重ねていく。

事業所の高稼働が続く中、安定操業に努め、生産活動による環境負荷
を着実に低減し、地球環境に関連する指標は順調に推移。一方で、安
全とコンプライアンスの意識は強化されてきているものの、存立基盤
の強化に向けた取り組みがまだ十分ではなく、目標とのかい離がある。
引き続き、ESGの取り組みを徹底し、経営基盤を強化していく。

成長 基盤強化効率性

基本方針

資産効率化などによりキャッシュ創出力が拡大

資源配分（投融資、設備投資、研究開発費）の進捗

サステナビリティ関連の目標

定量目標（MOE指標のKPI）

APTSIS 20 における主要施策

● グループのインテグレーション・協奏促進
● 海外事業の展開加速とマネジメント深化
● 収益性を意識したポートフォリオマネジメントの強化

● コスト削減等を通じた生産性の高い企業体質の実現
● 財務基盤の強化
● 保安安全・コンプライアンスの徹底

成 長 効 率 性

APTSIS 20 レビュー

レビュー（2016-2019年度）

機能商品 素材 ヘルスケア

基 盤 強 化
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サステナビリティの進捗　P39
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中期経営計画の進捗
3 中期経営計画（2016-2020年度）

APTSIS 20 進捗報告

2019実績2018実績2017実績2016実績

コア営業利益 親会社の所有者に帰属する当期利益機能商品 素材 ヘルスケア

2020中計目標

2016-2019
進捗

2016-2020
5カ年計画

（年度）

（億円）
15,000

12,000

9,000

6,000

3,000

0

15,000

12,000

9,000

6,000

3,000

0

15,000

12,000

9,000

6,000

3,000

0

ポートフォリオマネジメント強化による収益基盤の強化・拡大（成長戦略の推進）

● 海外売上収益比率：2019年度実績42.9%→2020年度目標50％　● 三菱ケミカルのリージョナルヘッドクオーター（2017年）
グローバル市場へのアクセス・マーケティング力強化

次世代テーマの早期事業化（R&D、オープンイノベーション、デジタルトランスフォーメーション）
KAITEKI健康経営の深化、働き方改革の推進

基盤強化（田辺三菱製薬完全子会社化により、組織再編を含めたさらなる合理化検討）

投融資

2016-2019
進捗

2016-2020
5カ年計画

（年度）

（億円）

設備投資

2016-2019
進捗

2016-2020
5カ年計画  

（年度）

（億円）

研究開発費

KPI 2019年度実績 2020年度目標

1.500.62

17.07.8

GHG排出削減に貢献する
製品・サービスの提供
［GHG削減貢献量（億t-CO2e）］

水資源問題の解決に貢献する
製品・サービスの提供
［再活用水提供量（億t）］

MCHCグループは、サステナビリティのKPIとして、マテリアリティを
反映したサステナビリティ（MOS）指標を導入しています。MOS指標
は、地球環境に関連する項目、ヘルスケアに関連する項目、社会から
信頼される企業としての取り組みなどに関する項目の3つに区分さ
れます。各指標の進捗を独自のポイント換算により定量的にモニタリ
ングして管理しており、サステナビリティの向上に取り組んでいます。

製品・サービスに関する主な実績
（MOS指標から、操業上、財務・非財務へのインパクトが大きい項目を抜粋）

2020
目標

2019
実績計画値

2018
実績

300

164189
157

2017
実績

152

2016
実績

99

（年度）

（点）

MOS指標の推移

機能商品 素材 ヘルスケア その他

2016‐2020
5カ年計画（見直し）

2016-2019
進捗

2016‐2020
5カ年計画（当初目標）

（年度）

（億円）
8,000

6,000

4,000

2,000

0

資産効率化などで生み出したキャッシュの内訳
政策保有株式削減 運転資金圧縮 現預金圧縮 資産売却 営業キャッシュ・フロー
利益向上他

20192016 2017 2018 （年度）

（億円）
5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

営業キャッシュ・フローの推移

1,000

1,000

1,000

3,000

900

3,900

900

1,300

7,000

4,200

1,200

1,500

6,900

財務構造改革

（年度）

（億円）

4,000

3,200

2,400

1,600

800

0

1,563

2,118

541 490

2,200
1,695

1,147

942

984 812

2,054

940

1,183

626

960

510

660

2,250

1,200

569

3,075

3,805

1,948
1,400

4,100

3,172

1,944

686

※ その他△1※ その他+2 ※ その他△27 ※ ヘルスケア+146
　 その他△7

※ その他△10※ ヘルスケア△10
　 その他△60

APTSIS 20 目標

2020期初予想

● 2020年度までに500億円の統合効果実現目標…協奏・成長350億円+合理化150億円
（協奏・成長は2017-2019年度累計で約138億円、合理化は2017-2019年度累計で約179億円を実現。）

三菱ケミカル発足（化学系3事業会社統合）による統合効果の発現

● 各事業・関係会社を分野別の基準指標でポジショニング　● 定期的なモニタリングを実施し、資源配分とポートフォリオ最適化を加速
● 売上収益で3,000億円相当の事業を対象とした再構築および関係会社約760社の25％（約190社）削減を検討・加速
（2017-2019年度累計で売上収益2,400億円相当の事業再構築および164社の関係会社削減を実施）
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中期経営計画 APTSIS 20 の策定においては、マクロトレ

ンドを踏まえ、リスクと機会の討議を重ねながらマテリアリ

ティ・アセスメントを実施し、特定したKAITEKI経営上の重要

課題（マテリアリティ）について、企業活動への影響度を勘

案しながら優先順位付けを行いました。この４年間、マテリ

アリティに基づき策定した経営戦略や個々の事業戦略を

着実に遂行し、中でも重要性が高いと位置付けた課題に

ついては、MCHCグループのイノベーション力を発揮して

ソリューションを提供する“フォーカス市場”と位置付け、関

連するセグメントが強みを活かし協奏しながら、成長戦略

に取り組んでいます（P.33 参照）。また、2021年度からスター

トする次期中期経営計画の策定にあたり、「KAITEKI Vision 

30」に基づき、社会の変化に柔軟に応じて、マテリアリティ

の見直しを実施しています。

なお、当社グループのマテリアリティへの取り組みを通じ

て、2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標

（SDGs）」の達成にも貢献していきます。

マテリアリティの特定プロセス

マテリアリティの特定

マテリアリティ・マトリックス

＜MCHCグループの存立に関わる最重要経営課題＞ コンプライアンス、保安安全、ガバナンス

APTSIS 20  のマテリアリティとフォーカス市場
3 中期経営計画（2016-2020年度）

APTSIS 20 進捗報告

マクロトレンド分析を出発点として、自社にとってのリスクと機
会の討議を重ね、 APTSIS 20 における企業活動を整理。前回
のアセスメント（2014年実施）で特定された重要課題を見直
し、新規課題の追加を実施。

公開されているサステナビリティ情報、アンケート、専門家への
ヒアリングなどから検討課題の重要性情報を整理し定量評価。

経営戦略、 APTSIS 20 での施策/活動を踏まえ、MCHCの経営
陣がマテリアリティを特定し、優先順位を決定（存立に関わる最
重要の課題3、取り組むべき重要な課題21）。

ステークホルダーの重要度、MCHCグループの重要度の2軸で
マトリックスを作成。

MCHCの経営会議（現 執行役会議）および取締役会でマテリア
リティ・アセスメントとマテリアリティ・マトリックスを審議、承認。

PROCESS 1
検討課題の設定

PROCESS 2
ステークホルダー視点での課題の評価

PROCESS 3
MCHCグループが取り組むべき
重要な課題の特定と優先順位付け

PROCESS 4
マテリアリティ・マトリックスの作成

PROCESS 5
社内承認手続き

マクロトレンド

自社にとってのリスクと機会の抽出（P.31 参照）

マテリアリティの特定・優先順位付け

気候変動の増大 人口の増加 高齢化の進展

水資源の汚染・不足 グローバル化と新興国の発展 医療費の増大

産業のデジタル化、モジュール化、ICT化 地域経済圏の拡大 再生医療・個別化医療の進展

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
重
要
度

MCHCグループの重要度

極
め
て
高
い

か
な
り
高
い

高
い

高い かなり高い 極めて高い

社会インフラの整備・
拡充への貢献

サプライチェーンに
おけるCSRの推進

生物多様性の保全

スマート社会への対応

ステークホルダーとの
コミュニケーション・協働

ICT高度利活用の推進

コミュニティ貢献

清浄な水資源の確保

食料・農業問題への対応

ダイバーシティの推進

生活の満足度向上

イニシアチブへの参画と
リーダーシップの発揮

健康維持への貢献

疾病治療への貢献

人権尊重の理念の共有

情報セキュリティ
対策の推進

資源・エネルギーの
効率的利用

気候変動への対応

人材の育成・開発

労働安全衛生の推進

製品・サービスの
信頼性向上
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マテリアリティの区分

APTSIS 20  のマテリアリティとフォーカス市場
3 中期経営計画（2016-2020年度）

APTSIS 20 進捗報告

Innovation 　P45Sustainability 　P37 コーポレートガバナンス 　P53

P27

APTSIS 20

P33

フォーカス市場の
成長施策

P40

サステナビリティ
（MOS）指標

P44

KAITEKI健康経営の
KPI

P50

イノベーション
（MOT）指標

中期経営計画
APTSIS 20 の目標

社会価値
（関連するSDGs）

資源・エネルギーの
効率的利用

気候変動への対応

清浄な水資源の確保

食料・農業問題
への対応

製品・サービスの
信頼性向上

コミュニティ貢献

健康維持への貢献

疾病治療への貢献

人材の育成・開発

労働安全衛生の推進

人権尊重の理念の共有

情報セキュリティ対策の
推進

ダイバーシティの推進

地球の心地よさの実現に向けて、MCHCグループの企業活動およびイノベー
ションの創出や製品・サービスの提供を通じて取り組むべき重要な経営課題

地球環境に関連する
マテリアリティ

より心地よい社会の実現に向けて、MCHCグループの企業活動およびイノベー
ションの創出や製品・サービスの提供を通じて取り組むべき重要な経営課題

社会システムに関連する
マテリアリティ

KAITEKI実現をめざす企業グループとして、グループ内の運営や、社会との関
わりにおいて取り組むべき重要な経営課題

人（企業と組織）に
関連するマテリアリティ

地球環境

社会
システム

人
（企業と組織）

化石資源・希少金属等の天然資源の枯渇

気候変動による異常気象・自然災害リスクの増大
温暖化対策に伴う規制の強化

需要増、気候変動等による水ストレスの拡大
衛生的な水の不足による健康リスクの増大

需給バランスの悪化による社会の不安定化

生活習慣病罹患率の増加、死亡率上昇
医療保険システムの破たんリスク増大

医療・健康分野への異業種からの参入拡大
（競争の激化）

品質、安全、環境性能の低下等による
社会的信用の失墜、事業の中断

信頼性の低下による事業活動への影響

労働力不足、人材の流出

物的・人的被害等による生産への影響、
社会的信用の失墜、ハラスメント、長時間労働

人権侵害による事業遅延、事業の中断

情報の漏洩や改ざん等による社会的信用の失墜、
事業の中断、サイバー攻撃による事業の中断

多様化するニーズに対応できず競争力低下

資源・エネルギー供給ソースの変容・多様化
再生可能エネルギー実用化、技術開発の加速

気候変動緩和・適応製品の拡販、
ステークホルダーからの中長期的な支持獲得

水の清浄化・再利用化等ビジネスの拡大

優秀な人材の確保・育成
創造性と活力の向上

従業員の健康と安全確保、労働生産性の向上
モチベーションの向上

適切なサプライチェーンマネジメントの構築

事業活動の安定化

優秀な人材の確保・育成
多様な人材、多様な価値観による
価値創出力の向上

フォーカス市場の選定

強靱なグループ基盤の構築

ESG（環境・社会・ガバナンス）の取り組み、イノベーション、
健康経営、人材育成 等

自動車・航空機（モビリティ）
自動車・航空機の軽量化、電動
化（EV普及）、環境対応（再生可
能原料・材料への転換）を通じ
て、資源・エネルギーの効率的利
用と気候変動の緩和に貢献

ヘルスケア
アンメット・メディカル・ニーズに
対応する医療用医薬品、再生医
療製品の開発、健康管理関連
サービスの提供を通じて、人々
の生命と健康に貢献

IT・エレクトロニクス・
ディスプレイ
次世代ディスプレイ向け高機能
材料、半導体材料等の提供を通
じて、スマート社会と生活の快適
性向上に貢献

環境・エネルギー
リチウムイオン電池材料、水処理
関連製品、植物工場、防災・減災
製品等の提供を通じて、省エネ
ルギー、水資源の有効利用、農
水畜産業の生産性向上、気候変
動への適応に貢献

メディカル・フード・バイオ
医療部材、製薬材料、食品機能
材等の提供を通じて、医療課題
の解決や健康維持の増進に貢献

パッケージング・ラベル・フィルム
バリア性に優れた食品・医薬品
の包装フィルム等の提供を通じ
て、安全な保管と流通、食品ロス
の削減等に貢献

マテリアリティ MCHCグループにとってのリスク MCHCグループにとっての機会

食料の工業生産化の進展

健康情報サービス市場の拡大
（治療から予防へのシフト）

アンメット・メディカル・ニーズの顕在化
ICTによる医療・健康情報のデータ化の進展

取引先との信頼関係の構築
顧客維持・獲得、ビジネスの拡大

事業展開地域のコミュニティとの
積極的な交流と貢献を通じた信頼関係の構築、
地域社会との共生による事業の安定化

＜MCHCグループの存立に関わる最重要経営課題＞ コンプライアンス、保安安全、ガバナンス
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フォーカス市場 関連セグメント※

フォーカス市場の成長施策と3分野のアクション進捗
3 中期経営計画（2016-2020年度）

APTSIS 20 進捗報告

６つのフォーカス市場において関連セグメントが協奏し、事業拡大を図っていきます。

自動車・航空機（モビリティ）

IT・エレクトロニクス・ディスプレイ

３分野　● 機能商品　● 素材（ケミカルズ・産業ガス）　● ヘルスケア

●  自動車業界のCASE※化への対応、環境対応強化
●  炭素繊維複合材料事業の強化・海外展開加速
●  樹脂コンパウンド事業の海外展開加速

● 炭素繊維複合材料事業の海外拠点強化
　 C.P.C. SRL（伊）出資、欧州での製造設備新設、c-m-p GmbH（独）買収
● 炭素繊維材料採用実績拡大 ： トヨタ自動車㈱「プリウスPHV」他
● ポリプロピレン ： 五井工場 2020年1月商業運転開始（15万トン）
● 海外コンパウンドメーカー2社買収（インド、インドネシア）

自動車・航空機（モビリティ） 軽量化部材
環境対応材料 機能商品 ケミカルズ

IT・エレクトロニクス・ディスプレイ フラットパネルディスプレイ用部材
半導体関連部材 機能商品 産業ガス

メディカル・フード・バイオ 食品機能材料
製薬材料　医療部材 機能商品 産業ガス ヘルスケア

ヘルスケア 医療用医薬品
再生医療 ヘルスケア

環境・エネルギー 電池材料
水処理システム・部材 機能商品

メディカル・フード・バイオ

●   インプラント材料事業拡大
●  Nutrition（栄養補助剤）関連事業拡大
●  メディカル用途ガス事業拡大

● 米スーパーエンプラ加工企業(Piper Plastics, Inc.)買収
● 食品乳化剤 ： 中国・ASEAN中心に拡販中
● 在宅医療を含む呼吸関連事業 ： アイ・エム・アイ㈱買収
● 養殖向け酸素ガス供給

ヘルスケア

成長施策

アクション
進捗

成長施策

アクション
進捗

成長施策

アクション
進捗

成長施策

アクション
進捗

成長施策

アクション
進捗

成長施策

アクション
進捗

●  医療用医薬品のパイプライン強化
●  米国での事業展開
●  ウイルス様粒子（VLP）ワクチンの事業化
●  再生医療の事業化

● TOBによる田辺三菱製薬の完全子会社化
● ALS治療薬「ラジカヴァ」経口剤およびパーキンソン病治療薬「ND0612」
 　の米国等でのPhase3臨床試験開始
● 米国において赤芽球性プロトポルフィリン症治療薬の
　 POC（Proof of Concept※）取得
● 急性心筋梗塞等に加え、Muse細胞を用いた脊髄損傷臨床試験開始
● 再生医療等製品製造業許可取得
● PHCホールディングス㈱とのLSIメディエンスに係る戦略的資本提携

環境・エネルギー

●  リチウムイオン電池材料拡販
●  排水処理中国展開加速と上水処理国内展開加速
●  環境負荷軽減の製品開発

● 電解液事業グローバル展開の加速（欧・米・中国）
● 中国農村集落･養豚排水機能ユニット設備本格販売開始
● 生分解性ポリマー・植物由来ポリマーの事業拡大

パッケージング・ラベル・フィルム

●  バリア用途 ： 食品包装フィルム海外展開の加速
        高性能バリア製品の能増と拡販
●   高機能フィルム ： グループ技術の組み合わせによる新製品開発

● ポリエステルフィルム（米）新ライン2018年本格稼働
● 電子レンジ対応の高バリア性能深絞り容器上市
● 共押出多層フィルム「ダイアミロン」 タイに生産工場建設　
● 米国Noltex,L.L.C.におけるエチレン・ビニルアルコール共重合樹脂
「ソアノール」の生産能力増強

●  ディスプレイ関連製品の事業強化 ： 液晶、有機ELディスプレイ用部材
●  半導体関連事業の拡大 ： 
  積層セラミックコンデンサ（MLCC）向けの高機能・高品質フィルム
  洗浄剤関連事業拡大・熱マネジメント用材料開発

● 光学系フィルム ： 中国に新系列建設・稼働開始
● 光学用PVOHフィルム「OPLフィルム」 ： 熊本に新系列建設
● 半導体製造装置洗浄 ： Cleanpart Group GmbH（米）買収
● インドネシアPT. MC PET Film Indonesia におけるポリエステル
　 フィルムの生産能力増強
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※ Proof of Concept ： 新たな発見や概念について実現可能であるかを実証すること
※ LSIメディエンス移管影響含む

太字は2019年度の重点アクション

※ CASE ： Connected, Autonomous, Shared, Electric

パッケージング・ラベル・フィルム 食品包装フィルム
工業用フィルム 機能商品

※ 関連セグメントの詳細については 分野別事業概況    P75
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2020年3月、MCHCは田辺三菱製薬を完全子会社化し、
グループの技術と人材を世界的な人口増加や高齢化に伴って成長する
ヘルスケア分野に振り向け、一層強化する方針を打ち出しました。
その背景と、グループシナジー創出に向けた取り組みを紹介します。

ヘルスケアプラットフォームを活用し
トランスフォーメーションを加速

世界では、人口増加と高齢化により医療費増大が各国の

財政を逼迫させる一方で、医療技術の進歩によって健康寿

命延伸への期待も高まる中、ヘルスケア分野ではこれら課題

を解決する新たなビジネスモデルが求められています。

2005年の設立当初からヘルスケア事業を収益安定のため

のコア事業の一つと捉えてきたMCHCは、社会の要請と技術

革新の方向性を踏まえた中長期経営基本戦略「KAITEKI 

Vision 30（KV30）」（P.11参照）において「医療進化」を重点事

業領域の一つとして掲げるとともに、市場成長性、技術イノ

ベーション余地と市場規模に鑑み、「予防医療」「プレシジョン

メディシン」「再生医療」の3つを、医療進化に資する成長事業

として特定しました。

その具現化に向けた大きな一歩となるのが、今回の田辺三

菱製薬の完全子会社化であり、MCHCは、同社が持つユニー

クで画期的な創薬力、薬事や医薬品製造分野に関するGxP※1

法規制対応のノウハウと知見をはじめ、医薬品流通・販売ネッ

トワークなどのサプライチェーン、そして医療関係者・患者さん

との信頼関係をグループ内で最大限に活用することで、スピー

ド感を持って課題解決に取り組んでいく計画です。

また、イノベーションの高度化に向けて、研究開発体制に

ついても広く連携していきます。MCHCは従来からグループ

力を結集して
● 化学素材による生体適合材料開発
● 医療用ガスアプリケーション開発
● Muse細胞※2を用いた再生医療

などに取り組んできましたが、

今後、成長3事業の開発を加速していくためには
● バイオテクノロジーとマテリアルサイエンスの融合
● ヘルスケア関連データの収集・解析
● 予防から治療におけるデジタル活用

などが欠かせません。田辺三菱製薬を完全子会社化すること

で、バイオ・化学・デジタル分野の「技術」「人材」などの経

営資源を統合し、それらを活用しながらグループ一体となっ

て研究開発を推進することで、研究開発投資の持続性の確

保とその効果創出の最大化を実現し、将来へのパイプライン

を強化していきます。

KV30で掲げる「医療進化」の実現に向けては、デジタル

技術を駆使して生涯にわたる疾病管理を可能にし、予防医

療やプレシジョンメディシンを推進するための「ヘルスケア

プラットフォームの構築」が不可欠であり、次期中期経営計

画の中で実現していきます。また、2019年8月には事業会

社の一つである生命科学インスティテュートがヘルスケア分

野で国内大手のPHCホールディングス（株）と戦略的資本提

携合意を完了し、今後も両社間で積極的なコラボレーション

を推進していきます。

一方で、医療進化には、「ビジネスモデルの変革（図1）」も

欠かせません。そのためには、最終的に「ユニバーサル・ヘ

ルス・カバレッジ※3に貢献」するための、さまざまな規制緩

和や社会変革が必要になってきますが、MCHCは、関係機

関と折衝しながらコアメンバーとして社会システムをけん引

していきたいと考えています。そして、最適かつ効率的な医

療の提供により、予防から治療まで生涯にわたって健康を

維持できる社会システムを構築し、KV30でめざす社会を実

現していきます。

MCHCは、ヘルスケア分野におけるグループシナジーを最

大化していくため、2019年12月に「シナジー創出委員会」を

設立し、「事業」「コーポレート」「デジタルトランスフォーメー

ション（DX）」の３つの観点に基づくグループ横断的な戦略立

案と意思決定のプロセス検討を開始し、具体的な施策の実

行へと歩みを進めています。また、新型コロナウイルスの感染

拡大防止に向け、MCHCグループが貢献できる事業テーマ

の検討を開始しています。

シナジー創出の実効事例（図２）として注目されている

Muse細胞製品は、製造工程における三菱ケミカルの材料の

活用、細胞保存などに大陽日酸のコールドチェーンの利用、

そして田辺三菱製薬によるこれまでの医薬品開発・製造・

販売の人材とノウハウの活用など、まさにグループとして連

携に取り組んでおり、2021年度の承認をめざし、販売体制の

構築を進めています。

今後、シナジー創出に向けたさまざまなテーマ（図２）に取

り組み、MCHCグループの中長期的な企業価値向上をめざ

します。

※1 GxP：Good x Practiceの略。安全性や信頼性を確保することを目的に
政府等で制定する基準で、xには、ClinicalやManufacturing等がある。

※2 Muse細胞：Multilineage-differentiating Stress Enduring cell

※3 ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ：全ての人が適切な予防、治療、リハ
ビリ等の保健医療サービスを、支払い可能な費用で受けられる状態

図1 : 「医療進化」領域のビジネスモデル変革 図2 : シナジー創出委員会での取り組みテーマ例―コト化レベルの向上のために、グループ間でさらに連携

ソリューションプロバイダーとして
独自のプラットフォームであるべき社会を実現

グループシナジーの最大化に向けて

グローバルに成長するヘルスケア市場で
中長期の観点から「医療進化」を推進

3 中期経営計画（2016-2020年度）
APTSIS 20 進捗報告

特集 | ヘルスケア分野での統合によるシナジー創出

各ソリューションの
概要

イノベーション
の高度化

患者とその家族の
生活の質の向上

健康寿命を延伸する
医療システム
への貢献

ユニバーサル・
ヘルス・カバレッジ
への貢献

有効性・安全性
等のエビデンス
に基づく医薬品
を提供

●素材の技術革新
●データ集積
●アルゴリズム/ 
   アーキテクチャ
●オープン
   イノベーション
●人材

患者ごとに
効果や治療方法
を最適化

患者の治療最適化に
加え、家族の負担を
軽減する治療方法を
提供

生涯にわたり疾病
管理を可能にする
システムに寄与

最適かつ効率的な
医療の提供による
社会全体への貢献

4 5 6

コト化レベル向上と
イノベーション高度化による
付加価値向上の追求

ヘルスケアプラットフォーム

プレシジョンメディシン
精密な診断・治療による

患者ごとの
最適な医療を提供

予防医療
医薬品（ワクチン含む）、
セルフメディケーション
を通じた疾患予防医療

（重症化予防を含む）の提供

再生医療
組織の再生と機能回復を目的とする医療を提供

患者アウトカム
を向上3臨床アウトカム

を証明21ヘルスケア
コト化レベル

三菱ケミカル 田辺三菱製薬

Muse細胞製品の事業化に向けた連携

生命科学
インスティテュート 大陽日酸

再生医療

テーマ

新規素材や人体親和性の高い素材などの開発について検討開始

それぞれのチャネルを活用し、病院等医療施設向け各種製品、サービスのマーケティング強化の検討開始

足場材他、培養周辺材料の製造・
大量培養装置の開発

医薬品開発・製造・販売の
人材とノウハウの活用

Muse細胞の加工（培養）
と製剤化

コールドチェーンの構築
（凍結保存）

将来の事業化に向けて、タンパク質モデリング等のテーマ検討開始

新規事業や解析・制御技術等について検討開始

シナジー創出があるか検討開始予定

法務組織については統合、今後、さらなる効率化・高度化をめざす

グループ間連携を強化するよう検討開始

営業連携

医薬＋医療材料

R&D連携

マイクロバイオーム

コーポレート連携

DX/ヘルスケア統合プラットフォーム

感染症などのパンデミック
対応ビジネスへの挑戦

事業
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